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地域包括ケア病棟協会会長　
ほうじゅグループ代表

地域包括ケア病棟が
医療を『変える』！

医療と介護の連携には
在宅医のリーダーシップが鍵
溝尾 朗さん
JCHO東京新宿メディカルセンター 　
地域連携・総合相談センター長

充実のハードを活かしきる　
リハビリに特化して地域に存在感
リハビリ特化型デイサービス

ソラスト住吉川（兵庫県神戸市東灘区）

いつかは負担が少なく結果を出せる
機能訓練のプログラムを考えたい
中原 律さん
ソラスト摩耶　機能訓練指導員

地域包括診療料

地域包括ケア病棟とはどのような病床なのか
「 診療報酬が後からついてきた」
患者支援が次ステージへ
医療法人平成博愛会世田谷記念病院（東京都世田谷区）

在宅復帰という目標が明確になり
一般病棟の平均在院日数も短縮化
医療法人社団玉栄会東京天使病院（東京都八王子市）
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

「最大で最強」の
地域包括ケア病棟は
地域包括ケアシステム構築の
要となる懐の深さを持っている
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拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当社は、2016年6月29日をもちまして、東京証券取引所市場第

一部に上場いたしました。ここに謹んでご報告申し上げますと

ともに、これまでの皆様のご支援、ご高配の賜物と心より感謝

申し上げます。 

今後は、上場企業としての社会的責任を自覚するとともに、役

職員一同、皆様のご信頼にお応えするべく、これまで以上に目

標に向かって邁進していく所存ですので、引き続き変わらぬご

支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

株式会社ソラスト
代表取締役社長

上場のご挨拶
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支援を要する高齢者となりました。
そこで求められる医療も変化します。
従来は「治す」医療でしたが、「治し
支える」生活支援型医療が求められ
るようになってきました。そして、こ
の生活支援型医療を担う仕組みとし
て登場したのが地域包括ケア病棟
なのです。
そもそも、1990年ごろまでは、生

――地域包括ケア病棟というのは、簡
潔に言うとどのようなものなのでしょ
うか。
まず前提にあるのは、患者の層が
変わったということです。少子化超
高齢社会が進み、患者の多くは生活

産年齢の人口が厚く、治す医療、す
なわちキュアに専念していればよかっ
たのです。地域包括ケア病棟のよう
な「治し支える」医療のニーズは小さ
かった。ところが、少子化超高齢社
会が進むと人口構成が「頭でっかち」
になり、「治す」医療のニーズが減少
して「治し支える」医療のニーズが大
きくなります。端的に言えば、７対１

なかい・ますお
1960年、石川県生まれ。85年、自治医科大
学医学部を卒業し、石川県立中央病院研修
医。87年から舳倉島診療所長、村立白峰村
診療所長などを経て89年に金沢大学医学部
第二外科講座。96年、金沢大学医学部大学
院卒業、医学博士。99年４月に医療法人社
団和楽仁芳珠記念病院外科部長に就任。
2001年に医療法人社団和楽仁副理事長、
04年に同理事長。14年５月、地域包括ケア
病棟協会会長に就任。

病棟のニーズが減少し地域包括ケア
病棟のニーズが増加するのです。そ
れを政策化したのが、2014年度診
療報酬改定だったと考えています。
一方で、地域包括ケア病棟は、地

域包括ケアシステムにおける「ときど
き入院、ほぼ在宅」という姿を支え
るものと理解しています。「ときどき
入院」する先としての地域包括ケア
病棟です。地域包括ケアシステムの
要として期待されていると言っても
いいでしょう。
ただ、少子化超高齢社会という社
会状況を前提としたからこそ、こうし
た役割が必要とされるということを
認識しておくべきでしょう。将来「ま
ち・ひと・しごと創生」を成し遂げ、
再び７対１病棟などのニーズを高め
なければならないと考えています。そ
れまで生きていられないでしょうが、
「そういえば地域包括ケア病棟があ
った時代もあるのにね」などと懐古
できるようになればいいのですが。
――現時点で、地域包括ケア病棟が
「最強」であるというのはなぜでしょう
か。
地域包括ケア病棟には、ポストア

キュート、サブアキュート、周辺機
能、在宅復帰支援の４つの機能があ
ります。それが「懐の深さ」につなが
っているのです。
高齢化の進み方や医療資源の配
置状況は、地域によって大きく異な

「治し支える」医療を
担う地域包括ケア病棟

地域包括ケア病棟協会会長
ほうじゅグループ代表

仲井 培雄さん

「最大で最強」の地域包括ケア病棟は
地域包括ケアシステム構築の
要となる懐の深さを持っている

少子化超高齢社会を迎え、
地域包括ケアシステムを構築してそれを支えていくためには、
地域包括ケア病棟の普及が必須――。
地域包括ケア病棟協会の会長として、
同病棟を「最大で最強」と主張する仲井培雄氏は自らも、
石川県能美市で、病院を中心に
介護施設などを展開するほうじゅグループを率いる。
地域包括ケア病棟の持つ意味とその活かし方について、
仲井氏に話を聞いた。
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ります。当然、そこで求められる医
療も、地域ごとに異なり、かつ変化
していきます。地域の医療資源をど
のように配置していくかを考える時、
軽度の急性期から回復期までカバー
できる守備範囲の広い地域包括ケ
ア病棟は、非常に使い勝手がよく、
フレキシブルな対応が可能。その意
味で「最強」だと言えるのではないで
しょうか。

――ほうじゅグループの芳珠記念病院
では、地域包括ケア病棟をどのように
運用されているのですか。
芳珠記念病院は、地域包括ケア
病棟創設以前は一般病棟（DPC７
対１）140床、亜急性期病床28床、
障害者病棟32床、医療療養病床60
床、介護療養病床60床の計320床。
ごく普通のケアミックス病院でした。
地域包括ケア病棟の導入は2014
年９月。「地域包括ケアミックス病
院」と位置づけ、「おうちで暮らそ
う」を合言葉に病院の機能を整理し
ていきました。一般病棟と亜急性期
病床の168床を、HCU10床、DPC
一般７対１が78床、地域包括ケア病
棟80床に再編しました。15年8月に
は、HCUを５床、地域包括ケア病棟
を２床増床し、DPC一般7対１を７
床減床し、併せて医療療養病床を
30床分休床しています。
地域包括ケア病棟は現在、４階
の40床をサブアキュート中心、B1階
の42床をポストアキュート中心に運
用しています。
――地域包括ケア病棟の運用を始め
て、変化はありましたか。
まず、病院全体で在宅復帰に対す
る意識が高まり、医療療養病床のニ
ーズが大きく減少しました。休床はそ

れが理由です。また、グループ全体
で地域包括ケアシステム構築への取
り組みが加速したように感じます。
訪問看護・リハステーションの開設、
地域包括支援センターの運営受託な
どもこの間のことです。
また、７対１病棟のニーズが減少
しているのも確かでしょう。救急搬
送の患者でも、状態によっては７対１
ではなく地域包括ケア病棟で受け入
れています。今のところ「重症度、医
療・看護必要度」の該当患者となる
かどうかで振り分けている部分もあ
りますが、軽度の救急は本質的に地
域包括ケア病棟の役割ではないか
と考えています。

――地域包括ケア病棟協会は、もちろ
ん地域包括ケア病棟の普及がミッシ
ョンだと思いますが、今後の活動の方
向性をどのように考えていますか。
地域包括ケア病棟入院料および

地域包括ケア入院医療管理料を算
定しているのは、今年５月届け出分
までで1496病院になります。「最大
の病棟」となるにはまだ道半ばでは
ありますが、理解が深まり、着実に
増加していると思います。
地域包括ケア病棟は、地域包括ケ

アシステムと地域医療構想の整合性
を、そのご当地ごとに図っていく際の
要となり得る柔軟性を持っています。
つまり、それだけの潜在力があると
いうこと。協会は、調査・分析・研究
などを通して情報発信し、今後も制
度的な提言を行っていく方針です。
併せて、「治し支える」医療につい
ての教育研修にも携わっていきま
す。臨床的な医療の質を上げるとい
うのはもちろん、経営の質を上げる
ことについても注力していきます。
地域包括ケア病棟は「最大で最
強」の病棟です。量と質の両面から
底上げを図り、地域医療の充実、そ
して地域包括ケアシステムの構築に
大きな貢献をしたいと考えています。

法人全体の意識が変わり
地域包括ケア構築を加速

医療と経営両面から
「質」を上げる取り組みを

グループの中心、芳珠記念病院

（2015.08.01 ～）
芳珠記念病院の病棟構成

B1 階

B2 階

8
7
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5
4
3
2
1

階

階

階

階

階

階

階

階 陽だまり棟

※30床休床

※5床増床

※2床増床

７対１　20床

医療療養　30床

障害者　32床

地域包括ケア　40床

７対１　51床

HCU２ 15床

地域包括ケア　42床 介護療養　30床

サブ
アキュート中心

ポスト
アキュート中心

介護療養　30床
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地域包括
ケア病棟が
医療を『変える』！
2014年度診療報酬改定で創設された地域包括ケア病棟。16年度改定では手術と麻酔が包括から外れて
出来高算定が可能となり、ますます「使い勝手の良い」ベッドになったと言えるのではないだろうか。あらた
めて、地域包括ケア病棟とは何か、そしてどう活用すればいいのか、事例も併せてその魅力を紹介する。
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特集　地域包括ケア病棟が医療を『変える』！

地域包括ケア病棟は、2014年度診療報酬改定で創
設された特定入院料の1つだ。病棟に求められる機能

対１にする必要がある。看護師の確保が現状でも困難
な療養病床にあっては、いかに看護師を確保するかが
課題となる。

地域包括ケア病棟については、許可病床200床未満
の医療機関であれば、入院基本料の届け出がなくても全
床地域包括ケア病棟入院料のみで届け出ることが可能
だ。一方、16年度改定では、500床以上の病床または集
中治療室等を持つ保険医療機関について、地域包括ケ
ア病棟入院料の届け出病棟を1病棟までに制限した。こ
れは、病床機能分化と連携の強化を推し進めるにあた
り、高度急性期機能を持つ病院が、「病院完結型」で患
者の囲い込みを図ることを防ぐことが目的と考えられる。

確かに医療資源が潤沢な都市部にあっては、そうし
た措置も必要となろう。しかし、二次医療圏に病院が１
つしかないような場合には、集中治療室を持ちながら地
域包括ケア病棟を２病棟以上持つというのは現実的な
選択ではないか。そのあたりの地域の事情に配慮した
運用が求められるだろう。

は、以下の３つだ（図表１）。
  急性期を脱した患者の受け入れ（ポストアキュート）

  自宅や介護施設等からの急性増悪等の
  患者の受け入れ（サブアキュート）

  在宅復帰支援

14年度改定では、一般病棟７対１入院基本料の施設
基準等が厳格化され、ここからこぼれ落ちた病棟の受
け皿とも言われていた。確かにそうした側面もあるが、
病床機能分化を進めるなかで、地域包括ケアシステムを
支える病棟として位置づけることこそが、その本質と言
えよう。医療法上の一般病床、療養病床のいずれから
も届け出ることができ、日本慢性期医療協会の武久洋
三会長は「地域医療に取り組む病院のベッドはすべて
地域包括ケア病床であるべき」と主張しているほどだ。

その点数は、
▷ 地域包括ケア病棟入院料（入院医療管理料）１ 

2558点（60日まで）

▷ 地域包括ケア病棟入院料（入院医療管理料）２
 2058点（60日まで）

▶ 看護職員配置加算　　　　　　 150点
▶ 看護補助者配置加算　　　　　  150点
▶ 救急・在宅等支援病床初期加算   150点(14日まで）

　　に設定された。多くの処置や薬剤は包括されていた
が、16年度改定で手術料および麻酔料が包括から外さ
れ、出来高算定できるようになった。これにより、サブ
アキュート機能を持つ一般病棟が、地域包括ケア病棟
に転換しやすくなると想定されている。

届け出の施設基準等については図表２を参照してほ
しい。入院期間は60日が上限で、「重症度、医療・看護
必要度」の要件も設けられている。在宅復帰率の基準も
７割以上と高めに設定されている。

これらの基準は、すべて「早期の在宅復帰を図る」こ
とにべクトルが向いていると考えていいだろう。病棟に
専任の在宅復帰支援担当者を置くことなどが象徴的だ。

一方で、療養病床から届け出る場合などにネックに
なるのが、1つはデータ提出加算の届け出だ。DPC ／
PDPSの病床を持っていれば、当然ながらデータ提出を
行っており、そのノウハウが蓄積されている。また、7対
１を持っていれば、出来高算定であってもデータ提出が
義務付けられているため、やはりノウハウがある。療養
病床が中心の病院では、そうした経験に乏しく、加算を
取ることがハードルになっている。

もう１つは、看護師の確保だ。療養病棟入院基本料１
の看護配置基準は20対１。これに対し、地域包括ケア
病棟は13対１であり、看護職員配置加算を取るには10

図表１　病床機能分化と地域包括ケア病棟の機能

図表2　地域包括ケア病棟の施設基準等

【施設基準等】
①疾患別リハビリテーションまたはがん患者リハビリテーショ
ンを届け出ていること

②入院医療管理料は病室単位の評価とし、届け出は許可病床
200床未満の医療機関で１病棟に限る。500床以上の病床
または集中治療室等を持つ保険医療機関では地域包括ケ
ア病棟入院料の届け出を1病棟までとする。

③療養病床については、１病棟に限り届け出ることができる。
④許可病床200床未満の医療機関にあっては、入院基本料の
届け出がなく、地域包括ケア病棟入院料のみの届け出であ
っても差し支えない。

⑤看護配置13対1以上、専従の理学療法士、作業療法士また
は言語聴覚士1人以上、専任の在宅復帰支援担当者1人以上

⑥一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ａ項目１点以上ま
たはＣ項目１点以上の患者が10％以上

⑦以下のいずれかを満たすこと
ア）在宅療養支援病院
イ）在宅療養後方支援病院として年３件以上の受け入れ実績
ウ）二次救急医療施設
エ）救急告示病院

⑧データ提出加算の届け出を行っていること
⑨リハビリテーションを提供する患者について、１日平均２単
位以上提供していること。

⑩在宅復帰率７割以上（地域包括ケア病棟入院料［入院医療
管理料］１のみ）

⑪１人あたりの居室面積が6.4㎡以上（地域包括ケア病棟入院
料［入院医療管理料］１のみ）

●看護職員配置加算：看護職員が最小必要人数に加えて50
対1以上

●看護補助者配置加算：看護補助者が25対1以上（原則「みな
し補助者」を認めない）

●救急・在宅等支援病床初期加算：他の急性期病棟(自院・他
院を問わず)、介護施設、自宅等から入院または転棟してき
た患者について算定

総論 地域包括
ケア病棟とは
どのような病床なのか

手術・麻酔料の出来高化で
一般病棟からの転換進む？

中小病院には転換促し
高度急性期の大病院には制限かける

療養からの転換には高いハードルが残る

地域包括ケア病棟が創設されたのは2014年度診療報酬改定であった。今号の「トップランナーたちの挑戦」で、仲井培雄・
地域包括ケア病棟協会会長が、その役割について俯瞰的に説明されているが、本稿では主に制度的な面から地域包括ケア
病棟について見ていきたい。そのなかで、読者諸兄の医療機関における、地域包括ケア病棟への転換や病棟再編成へのヒン
トが得られれば幸いだ。

有床診療所

在宅復帰困
難な患者の
受け入れ

長期療養が必要な
患者の受け入れ

緊急患者の受け入れ

自宅・在宅医療
2014年度改定
病床の機能分化の促進
●7対１の要件の厳格化
  （重症度、医療・看護必要度等）
●地域包括ケア病棟の評価
●有床診療所の
   機能に応じた評価

高度急性期・
急性期 長期療養

●病院からの早期退院患者の在宅・
  介護施設への受け渡しとしての機能
●在宅医療の拠点等

●在宅復帰困難な
  患者の受け入れ
●緊急患者の受け入れ
● 在宅・生活復帰支援 等

●高度な医療の提供
●退院支援 等役割

在宅復帰在宅復帰困難な
患者の受け入れ

高度医療が
必要な患者の
受け入れ

在宅・生活
復帰支援

在
宅
復
帰

在
宅
復
帰

緊急患者
の受け入れ

高
度
・
急
性
期

医
療
が
必
要
な

患
者
の
受
け
入
れ

地域包括ケア病床等
地域に密着した病床
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特集　地域包括ケア病棟が医療を『変える』！

世田谷記念病院は2012年4月に開院すると、全国の
医療関係者の注目を集めた。最大の特徴は、「長期急
性期病棟」（56床）と「長期慢性期病棟」（49床）を整
備したこと。これらはいずれも平成福祉グループの武久
洋三会長が提唱した概念で、長期急性期病棟では13対
1、長期慢性期病棟では15対1と、どちらも通常の療養
病棟を大幅に上回る看護体制を敷いた。
このうち長期急性期病棟では、在宅療養中に容態が
急変した患者や、急性期病院を退院したばかりの重症
患者をどんどん受け入れ、「慢性期医療」の常識を覆し
た。肺炎の患者なら、急性期病院に入院したその日に引
き受けてきたほどだ。
制度的な裏付けはなかったが、勝算はあった。加藤
ひとみ・グループ統括看護部長は、もともと勤務してい
た徳島県徳島市周辺の急性期病院に比べ、「東京の急
性期病院は、容態がかなり落ち着いてから相談に来る」
と感じてきた。同院の開院に先立ち12年2月に上京し、
医師や地域連携の担当者らと都内の急性期病院を「営
業」に回った。長期急性期病棟の運営方針を伝えると、

急性期病院の担当者たちは一様に喜んだ。
14年度の病床機能報告によると、同院がある「区西
部医療圏」（世田谷、渋谷、目黒3区）の人口10万対病
床数は、7対1入院基本料の251.4床に対し、回復期リ
ハビリテーション病棟は33.9床、地域包括ケア病棟入
院料・入院医療管理料は11.8床にすぎない。
地域医療の需給ギャップが足かせになり、入院期間
の短縮を進められない　　。同院ではこうした状況に
ニーズを見いだした。

2014年度診療報酬改定で地域包括ケア病棟入院料
が創設されると、同院では同年5月、医療療養病棟をこ
ちらに切り替え、地域包括ケア病棟（56床）、長期慢性
期病棟（49床）、回復期リハビリテーション病棟（2病棟
95床）という体制にした。全国的に不足している急性期
後の患者の受け皿を整備しようと、このときの改定で国
は地域包括ケア病棟を手厚く評価したが、これを追い
かけたわけではない。「むしろ診療報酬改定が後からつ
いてきた」と加藤・グループ統括看護部長。
地域包括ケア病棟では、看護師やリハビリスタッフ
の配置を手厚くして、「重症患者の受け入れ割合10％以
上」の基準をクリアする必要がある。長期急性期病棟の
スタンスがこれにマッチした。看護配置10対1と急性期
病院並みの体制を整備して比較的スムーズに切り替え
られたのだ。
ただ、ハードルもあった。なかでも手を焼いたのがス
タッフの意識改革だ。在宅復帰支援がシビアに求めら

れる回復期リハビリや地域包括ケアの病棟とは違い、
在宅復帰機能強化加算が14年度改定で新設されるま
で、療養病棟にはこうした概念がそもそも希薄だった。
地域包括ケア病棟では在宅復帰率を70％以上に維

持しなければならない。このため、看護スタッフの業務
では在宅復帰支援のウエートが急激に高まったが、これ
にスタッフの意識が追いつかなかった。そこで、回復期
のキャリアが豊富なスタッフに責任者をやむなく切り替
え、入院から退院までのケアを一人の看護師が担当する
「プライマリーナーシング」（受け持ち看護制）も取り入
れた。
スタッフの意識を統一させるまでに結局、1年半ほど

をかけた。

切り替えによるメリットも見え始めている。まず、紹介
元のすそ野が格段に広がった。従来の急性期病院や開
業医だけでなく、地域包括ケア病棟の導入後は訪問看
護ステーションにも連携を呼びかけ、2015年11月から
16年6月にかけては、都内全域や川崎市北部など140ほ
どの医療機関から計500人余の患者を受け入れた。
回復期リハビリ病棟の対象外などの患者を一部引き

受けた影響もあって、地域包括ケア病棟では患者構成
のばらつきが拡大した。このため、患者のマネジメント

のハードルは上がったが、入院早期から看護師が退院
支援に介入し始めたことで、早期退院の実績は高まっ
た。同院の在宅復帰率は15年6月以降の1年間、毎月85
％前後で推移。1カ月当たりの平均在院日数は38日前後
まで短縮させたのに、病床稼働率は毎月90％台を維持
できている。これが経営効果を生み出し、14年度には
入院収益21億円をたたき出した。
病床の回転が早まったため、入退院に伴う業務は増

えたが、重症患者の比重が薄まり、ケアの内容は変化し
てきたと、加藤・グループ統括看護部長は感じている。
軽減できた分の業務をシフトさせる形で、3月からは各
病棟に1人ずつ計4人の在宅支援ナースを配置し、退院
患者の在宅療養を支援し始めた。連携先の訪問看護ス
テーションの看護師にソーシャルワーカーと同行し、退
院患者のもとを定期的に訪れる。高齢者が地域で暮ら
せるようにと、病棟中心のこれまでの退院支援から一歩
を踏み出した。
これは板越由香・看護副部長の提案がきっかけ。今

回も制度的な裏付けがないなかでの手探りでの試みだ
が、「重症のまま退院せざるを得ない患者さんもいて、
退院後にどのように生活しているのかを確認したいと思
っていました」と言う。
加藤・グループ統括看護部長は「スタートしてから日

が浅く成果はまだ測れませんが、ニーズはとても大き
い」と手応えを感じている。

地域医療の需給ギャップに活路

スタッフの意識改革が最大の課題

退院支援から一歩前進、“在宅支援”へ

世田谷記念病院
グループ統括看護部長

加藤ひとみさん

世田谷区の二子玉川駅からほど近い多摩川河畔に立地する世田谷記念病院

「診療報酬が
後からついてきた」
患者支援が次ステージへ
医療法人平成博愛会世田谷記念病院（東京都世田谷区）

「何かお困りのことはありませんか」―。
平成福祉グループが運営する世田谷記念病院（200床）
では、退院患者のもとを4人の看護師たちが定期的に訪
れ、在宅での療養生活を送るうえで障害になる要素はない
か目を光らせる。患者の自立に役立ちそうな介護サービス
があれば、地域のケアマネジャーにつなげる。「慢性期医
療」の常識を覆した同グループが、新たな地域医療のあり
方を模索している。

事例1
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特集　地域包括ケア病棟が医療を『変える』！

東京天使病院は1960年に299床の精神科単科病院
として開設された。88年に現在の玉谷青史理事長が就
任して以降、一般内科を中心とした病院に大きく方向を
転換した（図表）。現在は10対１一般病棟入院基本料
39床、回復期リハビリテーション病棟（回復期リハビリ
テーション病棟入院料１）47床、地域包括ケア病棟（地
域包括ケア入院医療管理料１）36床の計122床に加え、
同一敷地内に介護老人保健施設やリハビリテーション
センターなどを擁し、八王子市西部地域のポストアキュ
ートおよびサブアキュート機能を担っている。
同院は2006年に完全に一般病院に機能転換してか
ら、東海大学医学部付属八王子病院（500床）や東京医
科大学八王子医療センター（610床）など近隣の高度急
性期病院からの患者を受け入れ、順調に経営を行ってき
たが、14年度診療報酬改定で危機に直面することにな
る。７対１および10対１病棟においても特定除外制度の
見直しが行われたからだ。
当時、10対１病棟79床、回復期リハビリ病棟47床の
病床構成となっていたが、改定の影響で10対１病棟の
平均在院日数の要件を満たせなくなることが判明した。

この特定除外患者のカウントに加え、睡眠時無呼吸症
候群の検査入院が短期滞在手術等基本料３に組み込
まれたことも決定打となった。
「回転率を上げることも考えましたが、どうしても10対
１はキープできない状況でした。シミュレーションしたと
ころ、13対１にすると月500万円、15対１にすると月800
万円の減収となります。このままでは潰れてしまうと危

機感を抱きました」と、三谷敬子事務長が振り返る。
10対１の２病棟79床をどうするかについて議論を重

ねるものの、なかなか結論が出なかったところに、地域
包括ケア病棟の話が持ち上がってきた。「これこそが将
来像。ピンチをチャンスに変えよう」と、14年３月10日
前後に10対１の１病棟分（40床）を地域包括ケア病棟に
転換することを決断。４床分を返上し、地域包括ケア病
棟入院料１の要件である1床あたり6.4㎡をクリア、同入
院料を４月に届け出るに至った。

転換にあたり気がかりだったのは平均在院日数。その
ため、玉谷光子常務理事は「職員の意識を根底から変え
ていかなければと考え、14年度改定前の３月に職員全
員を対象に地域包括ケアシステムや同病棟についての
説明会を行いました」と語る。
そこに至るまでには、医局や看護、リハビリ、医事、

相談など各部門が総力戦で検討・議論を重ねた。見切
り発車的なスタートではあったが、常務理事や事務長に
よる真摯な説明によって意識が高まったことや、もとも
と一般病床でポストアキュート的な機能を果たしていた
こと、回復期リハビリ病棟で在宅復帰などの退院調整
を行っていたこと、自法人でも介護老人保健施設や地域
包括支援センター、居宅介護支援事業所を運営し、地
域の医療機関や介護事業者等と密接な連携関係にあっ

たことなどが奏功し、それほど戸惑うことはなかったと
いう。
「回復期リハビリ病棟1病棟を2病棟へという選択肢も
ありましたが、この場合、回復期リハビリ病棟に適合し
た患者さんを今までの倍集めないといけません。その
点、患者さんを弾力的に受け入れられることも地域包
括ケア病棟のメリットだと思います。高度急性期から在
宅・施設系の患者さんまで、従来の受け入れが大きく変
わることはありません」と、三谷事務長は言う。
地域包括ケア病棟の運用では、36床のうち30床程

度は常時埋まっており、在宅復帰率も70％をキープで
きている。「ベッドコントロールは、ある程度実態に合わ
せた工夫が必要。地域包括ケア病棟から療養型病院へ
転院する場合は長めに、在宅復帰が可能な場合は支援
をしたうえでできる限り短期で回転を早めるように心が
けています。在宅復帰ができない患者さんについては、
在宅復帰にカウントされる介護施設との連携なども求
められます」と、別役徹生院長は運用状況を説明する。
また、60日で帰すという地域包括ケア病棟の明確な

目標の実現に加え、一般病棟そのものの回転を早くす
るため、早い段階から退院調整を行うようになった。入
退院調整看護師を配置したほか、週1回、3病棟の病棟
看護師、リハビリスタッフ、医療相談員が集まり、カンフ
ァレンスを実施。患者の状況を把握したうえで転棟や退
院支援を行っている。その結果、一般病棟の平均在院
日数は16～17日と、転換前よりも短縮されるなど、着実
に効果をあげている。

「ピンチをチャンスに」
制度開始と同時に届け出

スタッフ全員の意識改革で
スムーズな病棟転換を実現

ポストアキュート、サブアキュート機能を担う東京天使病院

事例2
「在宅復帰」という
目標が明確になり
一般病棟の
平均在院日数も短縮化
医療法人社団玉栄会東京天使病院（東京都八王子市）

もともと、ポストアキュートとサブアキュートの機能を有
していた東京天使病院。一般病棟10対１入院基本料の維
持を図ろうと、14年４月の制度開始と同時に地域包括ケア
病棟を導入した。結果的に、病院全体で早期退院・在宅復
帰に対する意識が高まり、10対1の維持にとどまらない経
営的な効果をもたらしている。

図表　東京天使病院の病床の変遷

1960年6月　開設
　　　　　　　 ●精神科病院　299床

1993年9月　新病棟移転（隣地）
　●精神病床（3病棟）　184床
　●クリニック開設（併設）　10床

1994年7月　病床転換
　●一般病床（1病棟）　48床
　●精神病床（2病棟）　96床

2003年8月　病床転換
　●一般病床（2病棟）　88床
　●精神病床（1病棟）　56床

2004年3月　回復期リハビリテーション病棟立ち上げ
　●一般病棟　48床
　●回復期リハビリテーション病棟　45床
　●精神病棟　56床

2006年4月　精神病床返上、病床転換
　●13対1一般病棟入院基本料　75床
　●回復期リハビリテーション病棟入院料　  47床

2008年5月、6月　入院料アップグレード
　●10対1一般病棟入院基本料　75床
　●回復期リハビリテーション病棟入院料1　47床

2010年4月　4床増床
　●10対1一般病棟入院基本料 　79床
　●回復期リハビリテーション病棟入院料1　47床

2014年4月　4床返上
　●一般病棟入院基本料10対1　 39床
　●回復期リハビリテーション病棟入院料1　47床
　●地域包括ケア病棟入院料1 　36床
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独立行政法人地域医療機能推進機構
（JCHO）東京新宿メディカルセンター
は、高 度 急性 期 医 療を担いながら、
1990年代後半から地域の診療所、在宅
医療、介護事業所との連携に取り組ん
できた。同院の地域連携・総合相談セン
ター長と内科部長を兼務する溝尾朗医
師は、同センターの前身となる「地域医
療連携室」の立ち上げ時から、連携事業
にかかわってきた。

当初は、MRIやCTスキャンなどの共
同利用や、紹介患者を外来につなげる前
方連携が中心だったが、その後、患者の
退院後の後方支援を担当するセクショ
ンを設置。2012年4月、それらを含む5
部門を統合し、地域連携・総合相談セン
ターが開設された。

地域連携を重視してきた同院が、次に
取り組んだことは多職種による院内の
チーム医療の導入である。それは、複数
科連携による院内でのチーム医療の導

としリスクが大幅に軽減されますから。
誤嚥性肺炎で入院してきた患者を、肺炎
だけ治して返したのではなにも解決しま
せん」と溝尾医師。もっとも、システム
の改変には、病院全体に顔の利く年長
のリーダーの協力が重要だったと振り返
る。

チーム医療体制構築のノウハウを、地
域連携に活かしていった溝尾医師は、連
携には次の3段階の工程作業が重要であ
ると指摘する。すなわち、「１．見つける」

「２．つなげる」「３．結果を出す」。

「食が細くなった」「認知症の兆候があ
る」など、利用者の異変に最初に気がつ
くのは、ヘルパーか訪問看護師。その情
報をコーディネーターが集約し、チーム
医療へと課題を中継する。そして、医師
を中心とするチームが解決する。

これらの段階的連携には、お互いの顔
がわかっていること、人間的な信頼関係
が築かれていることが前提だ。「介護と
医療はお互いの仕事の詳細を知らない」
という難題の解決には、双方が顔を付
き合わせて勉強会を積み重ねていくな
ど、地道な作業を通して関係構築を進
めるしかない。
「顔の見える」人間関係を確立したうえ
で、具体的なコミュニケーションはICT
を活用して効率的に行う。その際、情報
の共有においては、在宅診療所と病院
の情報網を別々のネットワークとして組
織し、全部をひとつにつなげてはいけな

入だ。高齢の患者の場合、ひとつの疾病
で入院しても、当人に自覚のある持病な
どを含め、複数の病気を抱えていること
が少なくない。それらを入院時点に、プ
ライマリ・ナースが決められた項目をす
べてチェックし、発見する。たとえば、
摂食嚥下機能に難があることがわかれ
ば、主治医の判断を待たずに院内の摂

いと、溝尾医師は念を押す。「病院とは
異なり、在宅診療所は患者情報を第三
者に見られることを想定していません。
そのため、監視下に置かれるネットワー
ク上での完全公開には抵抗感が生まれ
ます。在宅診療と病院の情報網双方の
情報を見られるのは、限られたコーディ
ネーターだけでいいんです」

そして、そのコーディネート役を誰が
担うべきか——。これまでも頭を悩ませ
てきたが、溝尾医師は医療を見渡すこと
のできる在宅医か歯科医が望ましいと
言う。実際に溝尾医師がかかわっている
新宿食支援研究会は、歯科医の後藤朋
幸氏がリーダーを務めることで求心力
を持ったそうだ。ただし在宅医の場合、
地域包括ケアの連携の中心役を担うと、
日々の業務負担の増大が懸念される。
4、5人のチームをつくりグループ診療す
るなど、効率化を図る必要があると指摘
する。

国が掲げる在宅医療の推進について、
溝尾医師は次のように語る。「厚生労働
省の指針には限界があります。在宅で死
亡する人の割合は２割から3割が上限で
しょう。今の地域リソースでは、在宅死
を推進するほうが地域の負担を増大さ
せる可能性が大きい。医療と介護のより食嚥下チームにつなげる。同様に、糖尿

病の疾患があれば糖尿病チーム、褥瘡
があれば褥瘡チームに橋渡しをする。

主治医が強い権限を持つ旧来型の縦
割りシステム下での導入には、周囲から
の抵抗があったのではないかと問うと、

「導入してみるとこのほうが楽だ、とほと
んどの医師が言いました。主治医の見落

多職種連携の重要性が叫ばれて久し
いが、地域によってその成否に大きな
差が出ているのが現状だ。JCHO東京
新宿メディカルセンター地域連携・総
合相談センター長である溝尾朗医師
は、国が地域包括ケアシステムの構築
を掲げる以前から、この難題に取り組
んできた。よりよい連携の実現には、
現場スタッフらの「顔の見える」人間関
係の確立が重要であるとともに、医
療・介護双方に通じたコーディネータ
ー役の存在が不可欠と言う。

みぞお・あきら
1988年、千葉大学医学部卒業。東京都立府
中病院、千葉大学医学部附属病院を経て、
2001年、東京厚生年金病院呼吸器内科医
長。07年、同院内科部長兼地域医療連携室
長。14年、JCHO東京新宿メディカルセンタ
ー地域連携・総合相談センター長。日本内科
学会認定総合内科専門医、日本プライマリ・
ケア学会指導医、日本旅行医学会監事、千葉
大学医学部非常勤講師。

東京都新宿区津久戸町5-1
http://shinjuku.jcho.go.jp/
前身は1952年開設の東京厚生年金病院。2014
年、JCHO東京新宿メディカルセンターに改称。
同年、地域連携・総合相談センターを開設。高度
急性期医療を軸にした中核病院としての機能を

担 う。ま た、回
復期リハビリ病
棟、緩和ケア病
棟、地域包括ケ
ア病棟を有し、医療・介護の地域連携にも取り組
む。東京都認定がん診療病院。病床数520床。

各種検査の受付や地域の医療機関と
の連携業務を行っていた「地域医療連
携室」、在宅療養支援を行っていた「看
護連携担当」、退院支援や福祉相談を
担当していた「医療福祉相談室」、がん
相談を担当していた「がん相談支援
室」、患者からの意見・要望などに対応
していた「総合相談室」の5部門を統合
し、2012年4月に開設。

地域連携業務
◦地域医療・介護従事者からの相談
◦紹介患者入院コーディネート
◦在宅療養中の患者本人・家族、地域

の医療・介護に携わる方からの医療・
療養に関する相談

◦患者本人・家族への退院後の療養先
の選定の支援

◦地域関係機関との連絡調整
◦退院後の在宅療養調整              等

新宿区牛込地区の地域連携会合での
溝尾医師（写真中央）

地域連携・総合相談センターの職員たち

よい連携、場合によっては統合をまだま
だ探っていかなければいけないと考えて
います」

主治医主導の
縦割りシステムを廃し、
チーム医療を導入

見つける、つなげる、結果を出す
連携リーダーには
医療の知見は不可欠

院内・地域医療での
チーム連携のポイント

地域連携・総合相談センター
電話：03-3269-8115
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撮影：関口宏紀

独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）
東京新宿メディカルセンター

（後藤朋幸歯科医による）
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結果を出す
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いう。実際にメニューも、ほぼすべて
が機能訓練、リハビリだ。食事の提
供やレクリエーション、入浴などのサ
ービスは全くない。
その分、豊富にそろえたさまざまな
マシンをフル活用し、効果的かつ効
率的な機能訓練を行っている。

なかでも特筆すべきは、キヤノン
ITSメディカル株式会社が開発した
「ロコモヘルパー」の導入だ。これ
は、専用の赤外線深度センサーカメ
ラを用い、運動機能を自動測定する
ツール。ソラスト住吉川は、今年６月
の発売に先立ち、14年８月から、同
社と協力して実証実験を行ってき
た。
ロコモヘルパーは、映像を通して
機能訓練の成果が可視化される。
利用者が自らそれを確認できるた
め、木谷さんは「訓練へのモチベー
ションが大きく上がります」と言う。
こうした充実したハードが「売り」

ではあるが、ソラスト住吉川ではマ
シンに頼りすぎないリハビリ、機能
訓練を実践している。

酒造りの里として歴史も古い神戸
市東灘区。現在も、大手酒造会社が
蔵を構えるこの地には、住宅や店舗
などが混在する。「ソラスト住吉川」
は阪神高速沿いのマンションの１階
に、2013年９月に開設された。定員
10人、スタッフ4人という小規模な事
業所だが、リハビリテーションに特化
することで、地域のなかで強い存在
感を示している。
取材の日、ドアを開けると、元気な

スタッフの声が響いてきた。オレンジ
のポロシャツをまとったスタッフが、
運動指導をしている。時に冗談も織

「確かにマシンは効果的なのです
が、ここでしかできない運動です。し
かし、リハビリは継続が大切。ご自宅
でもできるような運動を取り入れ、組
み合わせることで、より継続性を高め
ることを目指しています」（木谷さん）
さらに、マシンはどうしても「何回

やらなきゃ」というような義務感にと
らわれがちで、心身ともに疲労感が
大きくなる。楽しさを併せ持ったメニ
ューを取り入れることで、利用者の
疲労感を軽減している。

送迎なども含め、ほぼすべての業
務を職員４人でこなさなければなら
ないだけに、チームワークは大切だ。
と同時に、よりよい介護、より効果
的で楽しいリハビリを目指すために、
さらに、スタッフのキャリアステップ
を考えるためにも、自主的な勉強会
を定期的に開いている。
介護報酬のこと、作業療法のこ

と、医療的な知識……。木谷さんは
医療機関の事務職出身のため、制
度レクチャーはお手のもの。医療的
な知識については看護師のスタッフ

り交ぜながら、とにかく元気いっぱい
に声掛けをしている。フロアにはさま
ざまなマシンが置かれ、機能訓練、
リハビリに特化したデイサービスとい
うイメージにぴったりの雰囲気だ。
管理者の木谷直史さんはソラスト
住吉川について、「スポーツジムのよう
なデイサービス」と表現する。利用者
の多くは、デイサービスというよりス
ポーツジムに通うような感覚でいると

が講師となる。皆が得意分野の講師
となり、教え合って進化していこうと
いう考えだ。スタッフの１人は現在、
理学療法士の資格取得へ向けて勉
強中だという。
こうした流れがさらに進むことで、

ソラスト住吉川はソフトの面でも「最
先端」のリハビリ提供が可能となる
はずだ。４人の夢は、大きく広がって
いる。

充実のハードを活かしきる
リハビリに特化して地域に存在感

リハビリテーション特化型のデイサービスとして、地域に存在感を示すソラスト住
吉川。各種のマシン類というハード面もさることながら、明るく元気いっぱいのス
タッフの、抜群のチームワークも大きな力となっている。小規模ながら「ピリリと
からい」実力派の施設だ。

昨年10月末か
ら通い始めまし
たので、半年ちょっとになります。
毎回、体を動かして、リラックス
してお仲間としゃべって、楽しく
過ごしています。調子がいいと、
10回と言われた動作を、内緒で
12～13回やったりしています。
それに、自宅でも階段の上り下り
など、簡単なリハビリをやるよう
気をつけています。おかげで、少
し良くなったがします。
スタッフは皆さん優しくて、笑

顔いっぱい。いろいろアドバイス
もしてくれて、とにかく通うのが
待ち遠しいくらいです。

「スポーツジムのような
デイサービス」

スタッフは４人。全員が機能訓練はもちろん
のこと、送迎など何でもこなす

最新鋭の「ロコモヘルパー」。モニターを通してリハビリ
の成果を確認、モチベーションアップにつなげる

利用者はスポーツジムに通う感覚だという

利用者が自宅でも継続できるよう、
マシンに頼りすぎずに作業療法的な
メニューも用意し、実践している

マシンを使った訓練。スタッフが笑
顔で話しかける

管理者
木谷 直史さん

設立	 2013年9月
所在地	 神戸市東灘区住吉南町
																		2-11-12	モアライフ住吉南1F
TEL	 078-858-7755
FAX	 078-858-7757
スタッフ数	 4人
提供サービス　リハビリ特化型通所介護
																		（定員10人）

最先端のロコモヘルパーを
実証実験段階から導入

教え合って互いにスキルアップ
それがソラスト住吉川の進化に

利用者の声
川東 美代子さん
（79）
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ソラスト施設

訪問記
リハビリ特化型デイサービス

ソラスト住吉川
（兵庫県神戸市東灘区）
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柔道整復師として接骨院で働いてい
たころに、問題意識が芽生えました。治
療をするだけでは、生活のなかで「動
く」ことが維持できないのでは、という
ことです。リハビリテーションや機能訓
練こそが、高齢者にとってより重要なの
ではと思うようになりました。そこで、
ソラスト住吉川のオープニングスタッフ
の募集に応募、採用されました。
プログラムの作成などにもかかわらせ
てもらって、個人的には本当に勉強にな
りましたね。一方で、少人数の施設でし
たので、ケアマネさんなどに配る「通信」
の作成や、体験通所への対応など、何で
もやりました。大変でしたが、充実感も
あり、成長にもつながったと思います。

何より、利用者さんの回復が実感でき、
その笑顔を見ることができたというの
が、一番の経験です。ひざが痛くて歩け
なかった方が、機能訓練によって歩ける
ようになった、という例もたくさん見る
ことができました。

ソラスト住吉川はリハビリに特化して
いましたが、当事業所は必ずしもそうで
はありません。要介護度の高い方や、介
助の必要な方もいらっしゃいます。これ
まであまり必要としなかった介護・介助
の勉強を、今一所懸命やっています。利
用者さんの状態によっては、機能訓練
があまり必要でない方もいらっしゃいま
すので、より広い視野が持てたように思
います。

PERSON’S 
CLOSE UP 顔のひと
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か
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ソラスト摩耶
機能訓練指導員

（なかはら・りつ）
接骨院で柔道整復師として働
いた後、2013年7月に株式会
社ソラストに入社。ソラスト住
吉川のオープニングスタッフと
して活躍。今年４月にソラスト
摩耶に異動。

中原 律さん

利用者さんには生きがいを探してもら
うことが大切。最近は、そう思うように
なりました。運動や機能訓練は、そのた
めの手段の１つなのです。
とはいえ、介護の世界全体としては、
機能訓練やリハビリに対する理解は、ま
だまだ十分ではないように感じます。い
ろいろな場所で、機能訓練やリハビリが
効果的に行われるような体制をつくるこ
とができたらいいな、と夢想していま
す。そのために私としては、「わかりやす
く誰でもできる」「スタッフの負担なし
に結果を出せる」「利用者さんが楽しめ
る」プログラムを考えていけたらな、と
思っています。
休みの日は、掃除をして、料理をつく
って過ごすことが多いですね。この前、
クックパッドを見ながらつくった干しシイ
タケの含め煮は、父から大好評でした。

笑
治療の先にある
リハビリの重要性に気づく

機能訓練は生きがいを
見つける手段の１つ
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夏P18 　笑顔のひと.indd   18 2016/07/29   15:47

外来の診療報酬で唯
一、「地域包括」の名を
冠している特掲診療料
です。
国を挙げて取り組んで

いる地域包括ケアシステ
ムの構築にあたっては、
「かかりつけ医」の存在
が不可欠です。しかし、かかりつけ
医とは何かと聞かれても、なかなか
明確にその役割を定義づけることは
難しいのではないでしょうか。地域
包括診療料は、診療報酬という側面
から「主治医機能」を評価するもので
す。「外来の機能分化のさらなる推進
の観点から、主治医機能を持った中
小病院および診療所の医師が、複
数の慢性疾患を有する患者に対し、
患者の同意を得たうえで、継続的か
つ全人的な医療を行うことについて
の評価」と定義づけられています。
2014年度診療報酬改定で創設さ

れた地域包括診療料は、高血圧症、
糖尿病、脂質異常症、認知症の４疾

病のうち２つ以上を有する患者を対
象に、診療所または許可病床が200
床未満の病院で算定することができ
ます。施設基準としては、▽他の医
療機関と連携のうえ、通院医療機関や
処方薬をすべて管理しカルテに記載、
▽在宅医療の提供および24時間対
応、▽介護保険事業に関与、▽複数の
常勤医の配置――などが求められま
す。16年度改定では、それまで３人
以上だった常勤医の配置を２人以上
に緩和、病院の場合の救急告示要
件を外しました。さらに、認知症と1
つ以上の慢性疾患を管理している
場合に算定できる認知症地域包括
診療料が新設されています。

14年度の新設以降、
地域包括診療料の届け
出医療機関数は、あまり
伸びていません。点数は
月に１回で1503点と十
分なインセンティブにな
りますが、施設基準が厳
しく、届け出はなかなか

進みませんでした。16年度改定の基
準緩和により、これから届け出が伸
びていくものと考えられます。
中小病院や診療所は、地域包括

ケアシステムのなかでそれぞれの役
割を発揮することが求められていま
す。入院医療における地域包括ケア
病棟と、入院外における地域包括診
療料は、地域包括ケアシステムのな
かで果たすべき医療の役割を、施設
基準・算定要件という形で示してい
ます。地域医療を使命とする医療機
関にとっては、自院の方向性を考え
るときに、大いに参考になるもので
す。何らかの形で、算定に向けた環
境整備を進めていきたいものです。

コトバの　   鍵

地域包括診療料

© sato00 - Fotolia.com

●今月のコトバ●
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